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高槻市城北町2-6-13
阪急高槻市駅徒歩1分
営／9時～12時半
　　15時～19時
水曜午後、
日・祝・第1・3月曜定休
8/6～11休み

たけたにソフトカイロ鍼灸院

院には妊娠・出産された
方の不妊時の悩みや妊
娠の喜びなどが書かれた
妊活中の方の励ましにな
っているノートがあるので、
ぜひ見てください。

体質の改善
不妊・不育専門のソフトカイロ
無理しない歪み矯正で
授かりやすいカラダづくりを

喜びの声
流産を繰り返す不育症でした。ここなら体質改善も見てもらえると思い、
ワラをもすがる思いで予約しました。施術は軽くさするような感じで体も
ラクになり、3か月で妊娠。薬に頼ってた頭痛もなくなり、施術効果に感
動！初めての臨月、産後もお願いします。  （茨木市 30代）

ホルモン系を整え
正常に働く体質へ

　「夏の暑さに対応できずに体調が落ち気味な方
は妊娠しにくいです！」と武谷先生。夏のだるさや体
調不良をほっておくとどんどん悪化してしまう悪循
環型の体質に。そのまま状態で冬に入ると血流や
水の流れがさらに悪化して体質が固定することも。
同院では、一人ひとりに合った施術で、歪みを改善
し老廃物を流して、ホルモン系を整え、卵の質を向
上させ子宮の柔軟性を高め、着床しやすく胎児が
安心して育つ体内環境へと体質を改善。自分に
合った夏の水分補給法や生活習慣についても親
身にアドバイスしてくれる。初回は問診も含め1時
間以上も診てくれるので、気になる体質や悩みな
ど何でも気軽に相談してみて。

たけたにカイロ　で検索

特典MENU
「シティライフを見た」で
● 初診料2,000円が→
  無料に！
（10月末まで）

● 不妊・不育・・6,000円
● 体質改善・・・5,000円
● 乳児・・・・・・・・・2,500円
● 幼児・・・・・・・・・3,000円
※不妊・不育は回数券あり
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　赤ちゃんが欲しい方、一人目も二人目もまず「授
かりやすい体質に改善することが大切です。病院
の治療も大切ですが、なかなか思う結果が出なか
ったり、かえって体調を崩し悩んでおられる方も少
なくありません。」「まず、一人ひとりの体質と症状
に合ったオーダーメイドの漢方処方で母体を整え
ることが妊娠への近道です」と藤本先生。不妊症
や婦人病はもちろん、アトピー性皮膚炎、自律神
経、寝たきり予防、物忘れ、免疫、癌の食事療法
など悩んでいないで一度相談してみては。

茨木薬店は、女性の
漢方アドバイザー戸田
先生が、優しく親身に
相談にのってくれる。

藤本先生は、大阪で唯一「あなたの町の国際中医師」に
掲載された経歴をもつ。

漢方全国学術大会
第3位の実力店
オーダーメイド処方

不妊治療がつらい方
自然妊娠を希望の方
一人目も二人目も
夢を漢方で叶える

高槻市芥川町1-11-1
（JR高槻徒歩3分）
水曜・講習会日休　
相談／10時～18時

漢方瑞雲 高槻薬店

※各店、予約制の為相談前に一度連絡を

茨木市真砂1-11-35
（平和堂1F）
無休　
相談／10時～18時

国際漢方 茨木薬店

2072-638-9939

2072-686-0090

芥川商店街 西武百貨店
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2072-633-3253
http://www.e-harikyuu.com/

不妊治療専門漢方鍼灸治療院 
馬場聖鍼堂〈ばんばせいしんどう〉

MENU

茨木市主原町6‐32　駅から徒歩約８分 
9時～20時（完全予約制）　日曜定休 Ｐ有
※営業日・場所詳細についてはお問合わせ下さい。

馬場聖鍼堂　で検索！
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● 初回無料＋セルフケア用のお灸プレゼント
初回内容・・・個別の不妊治療説明会または
不妊カウンセリング（約30分）＋体験治療（約30分）  

男性不妊、高齢不妊、二人目不妊など
実績を誇る日本で有数の不妊治療専門院

体質から改善して
妊娠力を高める

　高齢不妊や二人目不妊、 繰り返す流産、卵子の老化、男性不妊
など、各専門分野のプロが揃う同院は、これまで２万6,900人以上
の妊娠をサポート。不妊専門10年の確かな経験や、丁寧なカウンセ
リングと余裕のある治療時間で、「こんなにリラックスして話せるなん
て」と安堵の声が上がり、遠方から通う人も多い。『不妊カウンセラー』認定者が在

籍。不妊クリニックとの併用も多い
のでまずは相談を。

特典
「シティライフを見た」と予約で
● 院長著書「子宝地図で赤ちゃんを授かる！」プレゼント

2090-5253-8711

茨木市春日1-6-29
営／9時半～18時半、完全予約制
土曜午後、日・祝定休

夢鍼灸院

　「妊娠反応が出ました！」と喜びの声が寄せられている
同院。特徴は数多くの治療実績を上げているN.O.E高

周波治療器と鍼灸を組み合わせた治療。体に優しい高周波が体内17㎝の深さにまで届き、冷え
やストレスなどで働きが低下した細胞を活性化。ホルモンバランスや子宮内環境を整え、本来の
「授かる力」を高めていくそう。クリニックと併用で来院するゲストも多いのでまずは相談してみよう。

高周波治療器
（N.O.E）で実績ある
不妊治療鍼灸院

赤ちゃんに
恵まれやすい
体づくり
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①カウンセリング
②良導絡自律神経測定
③ゲルマニウム温浴
④NOE（高周波トリートメント治療）
⑤鍼灸治療（ささない鍼もあり）

特典〈初回90分不妊治療の流れ〉

JR西口徒歩5分北摂 夢鍼灸院　で検索！

「シティライフを
見た」と予約で
検査+不妊治療（70分）
初回15,000円
→5,000円（9月末まで）

一人ひとりにしっかり向き合い
豊富な知識と経験を元に
妊娠へと導く

本来備わっている
妊娠力を高める

喜びの声
●病院で「女性ホルモンの値が良くない」と言われ、タイミング療
法で妊娠に至らず来院。他に手足の冷えやめまい、立ちくらみ
などの症状から「脾」と「腎」を温める漢方薬と、女性ホルモンを
整える漢方薬を処方されました。徐々に症状が改善され、2年
間悩んでいたのに、5ヶ月で妊娠しました。（30代女性）

206-6151-2491 

豊中市寺内2-2-22 シャトーエデン109
営／月～金　9時～19時半、
　　土　9時～18時　日曜・祝日定休
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春風漢方薬局　で検索

　漢方で女性ホルモンのバランスを整えたり、卵の質を
良くするなど、本来持つ“妊娠力”を高めていく。「不妊症
と漢方との相性は驚くほど良いんです」と西口先生。身
体への負担がなく、西洋医学との併用も可能。西口先
生自身、漢方に助けられた経験からこの道を目指してお
り、患者目線の親身な対応が評判。実績も多い。

特集 不妊の原因の半分は女性だけではなく男性にある
と言われています。うめだファティリティークリニック
の山下能毅院長に、最新の男性不妊治療について
お話していただきました。

不妊症の頻度 原因不明
9%

女性因子
35%

男性因子
35%

男女因子
21%

挙児希望カップルの
10～15%が不妊症

WHO調査

造精機能障害  83.0%
　特発性（原因不明） 56.1%
　精索静脈瘤 35.9%
　その他 8.0%
精路通過障害  13.7%
性機能障害  3.3%

（平成10年度厚生省分担研究　白井班より）

多くは特発性で、不妊原因を明らかにするのは困難

編集部より
ひと昔前と比べるとイクメンも増え、男性の育児参加も積極的
に。不妊治療も進化し、体の調子を整える漢方を利用している男
性も多いという。悩むよりもまずは一歩踏み出すことが大切かも。

　右下の円グラフを見ていただいてもわかるように、
不妊症の原因はほぼ男女半々にあることがわかりま
す。男性不妊症の原因には、精巣（睾丸）で精子を造
る機能に障害がある「造精機能障害」や精子の通路
が塞がっている閉塞性無精子症のような「精路通過
障害」があります。通過障害の場合は、通りを良くす
ればいいのですが、精液の中に精子が無い、無精子
症の場合には、泌尿器科の手術で精巣の組織の一
部を採取する、高度先端医療「MD--TESE（顕微鏡
下精巣内精子採取術）」という治療法があります。こ
れは今まで妊娠することは不可能と言われていた無

精子症と診断されても、精巣から1匹でも精子が見つ
かれば、顕微授精（ICSI）と組み合わせることにより、
妊娠できる可能性が出てきています。
　また昨今では男性の妊娠に対する意識も高くなり、当
クリニックで行っている男性不妊セミナーにも多くの方が
お越しになられています。まずは不妊の理由（原因）を知
ることが大切。ぜひ気になる方はご相談ください。

男性不妊の最新治療「MD-TESE」とはいったいどんなもの?

男性不妊症の原因

夫婦で考える 不妊治療

206-6371-0363
http://umeda-fc.org

大阪市北区豊崎3-17-6
診療時間／9時～12時、13時～15時半、
　　　　　17時半～19時半
（※火曜午後14時～、木曜午後13時半～）
休診日 : 日曜、祝日、土曜の夜診
地下鉄中津駅下車 3番出口より南へ徒歩約2分
阪急梅田駅茶屋町口下車 徒歩約5分

不妊治療専門クリニック
医療法人聖誕会
うめだファティリティー
クリニック（旧宮崎レディースクリニック）

梅田芸術
　 劇場

済生会
中津病院
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ガーデン

大阪医科大学医学部卒業（医学博士）。日
本産婦人科学会認定医、生殖医療専門
医。大阪医科大学産婦人科学講師を経て、
うめだファテイリティークリニック副院長就
任。平成29年4月に院長就任。

うめだファティリティークリニック

山下能毅 院長

■取材協力


